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美しき愚かものたちのタブロー

鬼を待つ　（「弥勒」シリーズ９）

旅は道づれきりきり舞い

手のひらの砂漠　上・下　（大活字本）

残り火　上・下　（大活字本）

たぬきのひみつ

ほたるとばらの花

夜のあいだに

マンマルさん

書名 著作者など

待ち遠しい

キャバレー

笑え、シャイロック

柴崎　友香/著

ビートたけし/著

中山　七里/著

原田　マハ/著

あさの　あつこ/著

諸田　玲子/著

唯川　恵/著

小杉　健治/著

竹之御所流尼寺三光院の毎日やさい精進料理

山登り＆キャンプアウトドア旅の道具ＢＯＯＫ

１億３０００万人のためのｅスポーツ入門

寂聴先生、ありがとう。

アラジン　（角川アニメ絵本）

ど～する海洋プラスチック

ゴミ清掃員の日常

新築戸建て買っちゃった！年収３００万円しあわせ生活

はじめてのゆかた

私でもスパイスカレー作れました！

公務員のためのクレーム対応駆け込み寺

しゃがむだけ！尿もれ解消法

筑波大学付属病院が教える毎日おいしい腎臓病レシピ286

プレ更年期１年生

１００歳まで自分の歯を残す４つの方法

親父の十手を受けついで　（親子十手捕物帳１）

黒房の十手　（火盗改宇佐見伸介）

武士の流儀　１　

恋女房　（猿飛彦次人情噺）

ドイツ人はなぜ、年２９０万円でも生活が「豊か」なのか

関根　健夫/著

山田　典子/著

山縣　邦弘/監修

対馬　ルリ子/監修

齋藤　博/著

小杉　健治/著

志木沢　郁/著

稲葉　稔/著

鳥羽　亮/著

熊谷　徹/著

西井　香春/著

枻出版社

但木　一真/編著

瀬尾　まなほ/著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ/出版

西尾　哲茂/著

滝沢　秀一/原作

かのんこ/著

主婦の友社/編

サンクチュアリ出版

加藤　休ミ/作

関　英雄/作

テリー・ファン/作

マック・バーネット/文

齋藤　槇/作

Ｃ．Ｓ．ルイス/作

ジュール・ベルヌ/作

ピーター・ブラウン/作

藤田　ミツ/原作

エリン・ハンター/作

なまけものパーティー

ナルニア国物語　（１０歳までに読みたい世界名作２５）

十五少年漂流記　（１０歳までに読みたい世界名作２６）

野生のロボット

かみさまのおはなし

ウォーリアーズ　４－５　忘れられた戦士

開館 ９時３０分～１９時

休館 木曜／祝日／月末整理日ほか

住所 江田島市能美町中町３３７４－１２

電話 ４５－００７５ FAX ４５-００７７

ＨＰ http://www.library.etajima.hiroshima.jp/

○おはなしレストラン
①２日（火） 午前１０時～11時30分
「夏のおすすめ絵本」「小鳥を読もう」

②１６日（火） 午前１０時～11時３０分
「語りを学ぶ」

○カンガルーくらぶ
６日（土） 午前１０時３０分～
ママと赤ちゃんのおはなし会

〇ふれあい広場
６日（土） 午前１１時～
「七夕コンサート」
※詳しくは中ページをご覧ください。

○アート
８日（月） 午前１０時～１２時
「時を超えたあそびアート Ｐａｒｔ２」

○読書会
１６日（火） 午後１時３０分～３時
『１００万回生きたねこ』佐野洋子/作・絵

〇NLS（のうみ・ライブラリーシンフォニー）
２０日（土） 午後４時～6時
癒しの音楽のひととき

第１７７号 令和元年７月１日

７月の行事予定

○能美図書館○
【ＣＤ】 『ボヘミアン・ラプソディ』 クイーン/演奏

『ザ・ベスト』 ジャスティン・ビーバー/歌

『ＥＹＥ ＯＦ ＴＨＥ ＳＴＯＲＭ』 ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ/演奏

【ＤＶＤ】 『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』 Ｊ．Ｋ．ローリング/原作・脚本

『ジュラシック・ワールド 炎の王国』 Ｊ．Ａ．バヨナ/監督

『インクレディブル・ファミリー』 ＢＲＡＤ ＢＩＲＤ/脚本・監督

『釣りバカ日誌 ２０ ファイナル』 朝原 雄三/監督

『１億３０００万人のための

ｅスポーツ入門』

但木 一真/編著

ＮＴＴ出版

急速に盛り上がるeスポー

ツ業界。シーンの全体像か

らビジネスのいろはまで、

知っておきたい知識が満載。

ゲームコンサルタントをはじ

めeスポーツをけん引する

リーダーたちが、それぞれの

立場から業界の現状と今

後を語る。

『野生のロボット』

ピーター・ブラウン/作・絵

前沢 明枝/訳

福音館書店

嵐のあと、無人島に流れ

着いたロボットのロズは、生

きていくためにまわりの野生

動物のまねをすることを学ん

でいく。動物たちは、はじめ

はロズを怪物よばわりしてお

それていたが…。ロボットと

動物たちの友情を描いた物

語。

読んでみて！

新着

ＣＤ

DVD

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

◇ ６月に新しく入った本 ◇

牛乳パックで

かごバッグ

作ったよ！



小前　亮/著

小手鞠　るい/著
ダイアナ・ハーモン・アシャー/作

濱野　京子/作

アンジー・トーマス/作

吉岡　大祐/著

アヤ井　アキコ/著

当原　珠樹/作

ヘレン・ピータース/文

伊知地　国夫/写真

横塚　眞己人/写真と文

片川　優子/著

ブリッタ・テッケントラップ/作

ロイス・セパバーン/作

武田　剛/著

中学校

高等学校

小学校
５・６年

小学校
３・４年

小学校
１・２年

もぐらはすごい　（江田島）

かみさまにあいたい

子ぶたのトリュフ

そうだったのか！しゅんかん図鑑

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ　あなたがくれた憎しみ

ヒマラヤに学校をつくる　

ハチごはん　（江田島）

ぼくとニケ

かべのむこうになにがある？　（江田島）

マンザナの風にのせて

もうひとつの屋久島から

星の旅人　伊能忠敬と伝説の怪魚

ある晴れた夏の朝

サイド・トラック

この川のむこうに君がいる

魔女ののろいアメ　（江田島）

スタンリーとちいさな火星人　（大柿）

心ってどこにあるのでしょう？

草野　あきこ/作

サイモン・ジェームズ/作

こんの　ひとみ/作

７月の

ミニ図書館

今月の運転手は

かぼすくん

だれにでもやさしい

もの知りの虫博士

7月 ３日（水）

17日（水）

三高会館

11時～12時

７月のふれあい広場

七夕コンサート
7月６日（土） 午前１１時～

能美図書館 １階閲覧室

演奏：NLSの皆さん

（のうみ・ライブラリー・シンフォニー）

期間中、江田島図書館、能美図書館、大柿図書室、

沖美公民館図書室の本、雑誌、まんがを３０冊読んで

スタンプを集めた方に、記念品として、先着５００名

にトートバッグを差し上げます。スタンプラリーの台

紙は、各図書館・図書室に置いてあります。ぜひご参

加ください。

なお、CD・DVDなどは対象外となります。ご了承くだ

さい。また、何度でもチャレンジできますが、記念品の受

け取りは一人１回のみとさせていただきます。

『僕は上手にしゃべれない』

椎野 直弥/著

ポプラ社/出版

吃音の悩みを抱えて中学に入学した悠太。入学式の日

には、当然自己紹介があって・・・。

人知れず吃音に苦しむ姿に胸が痛くなりますが、周りの人

たちのさりげない優しさに勇気をもらえます。中学生はもちろ

ん、大人にもおすすめの一冊です。

（担当：脇田）

今年もやります！

「江田島しましまスタンプラリー」
開催期間

令和元年７月８日（月）～９月３０日（月）

第65回 青少年読書感想文コンクール課題図書

■今月の展示■
６／２６（水）～７／１９（金） 【健康診断が楽しみになる！】
住民健診の季節です。検診結果が楽しみになるように

日頃から健康的な生活を心がけましょうね。

７／２０（土）～９／１（日） 【夏休みの宿題に役立つ本】
自由研究、工作、貯金箱、課題図書など、夏休みに

使える本を展示します。早めにとりかかろう！

７／２０（土）～８／１６（金） 【平和について考える本】
平和について、ぜひご家庭でも読んでみてください。

絵本コーナー横の窓辺に展示します。

【曲目】

★ウミホタル ★君をのせて

★歌のつばさに ★星の世界

★リュートのための古風な舞曲と・・・

など

ライアーの美しい音色をお楽しみください。

また、体験会も予定しています。ライアーに触れてみ

ませんか？お誘いあわせてお越しください。

図書館員のいちおし

市民センターなどでも、

図書館（室）で予約した図書・雑誌が

受け取れるようになります！

図書館への電話、または図書館のホー

ムページから、ご希望の図書・雑誌をご

予約ください。その際に、ご希望の市民

センターなどを指定して、受け取り・返

却することができます。

【受取可能となる窓口】

江田島・能美・沖美市民センター

三高支所、市民サービスセンター

お気軽にお問い合わせください。

夏は、図書館で過ごそう！
夏休み期間中（7/20～9/1）能美

図書館の１階が満席の場合に限り、

２階研修室を自習のために開放します。

カウンターでお申し込みください。

※ただし、図書館の行事・行事準備

等で使えない場合があります。

牛乳パックでかごバッグをつくりました。

６月のふれあい広場では、牛乳パックを使ってかごバッグを作りました。

何か簡単で使える利用法はないかと考え、ハサミで切って編み込むだけのかごバッグの作り方を提案しました。

参加された大人の方も子どもたちも、切るのは簡単だけど編みこむのが大変だ、と四苦八苦しながらていねいに

手を動かしていました。

できあがりはごらんのとおり、それそれの個性がでたかわいいかごバッグができました。

どの家庭にもある牛乳パック。ただ捨てるのではなく、いろいろなものに再利用できたら楽しいですね。

■今月の作家■

「谷川 俊太郎」

1931年生まれ。詩人。1952年第一

詩集『二十億光年の孤独』を刊行。

以来、詩作のほか、絵本、エッセイ、

翻訳、脚本、作詞など幅広く作品を

発表し続けている。

◆ 雑誌の変更 ◆

ご愛読いただいていた『釣り画報』

が、諸事情により入荷できなくなりまし

た。利用者の皆さまには、大変ご迷

惑をおかけします。

代わって、月刊誌『ＢｏａｔＣＬＵＢ』を新

しく入荷します。マリンスポーツや釣り

情報が掲載されています。ぜひご利

用ください。

８月から！


